第 4 回 クラブ・サークル代表者会議
令和 3 年 10 月 21 日(木)
東京・世田谷キャンパス 1202 教室
Microsoft Teams
18 時～

＜連絡事項＞
・日体大スポーツ 大会結果・予定について
【資料 1】P.1
・第 54 回日体フェスティバル 2021 について
【資料 2】P.2～5

＜その他＞
・連絡事項

学友会総務部
連絡先：【Tel】

03-5706-0806

【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp
総務部部室：東京・世田谷キャンパス 3G07 部室

【資料 1】

日体大スポーツ 大会結果・予定について

編集長

大澤 ひより

副編集長 赤屋敷 明美
【概要】
号数：第 91 号

発行日：令和 4 年 1 月 12 日(水) （予定）

日体大スポーツ第 91 号の制作にあたり、各団体への取材と大会結果・予定の掲載を予
定しております。大会結果に関しては令和 3 年 6 月 25 日(金)から 10 月 20 日(水)までの
ものを、大会予定に関しては令和 3 年 10 月 21 日(木)から 12 月 31 日(金)までのものを
お送りください。また、メールアドレスには大会ホームページ等大会情報が掲載されてい
る URL を添付してお送りいただきますようお願い致します。
【メール提出例】
件名：○○部(団体名) 大会結果・予定について
※件名はお忘れなくご記入ください。
本文：
【大会結果】
7 月 2 日(日付)、第 95 回全日本選手権大会(大会名)、東京都・代々木第一体育
館(会場名)、52 ㎏級(種目)、4 年・日体花子(学年・名前)、優勝(1～3 位までの
結果)
【大会予定】
12 月 5 日(日付)、天皇杯第 5 回全日本学生選手権大会(大会名)、埼玉県・熊谷
陸上競技場(会場名)、10,000ｍ(種目)、4 年・日体太郎(注目選手の学年・名前)

※大会結果・予定は正式な日付・大会名・会場名・注目選手 及び 種目を記載していた
だくよう、お願い致します。尚、提出期限までに大会予定が不明な団体は、分かり次
第以下のメールアドレスまでご連絡ください。

提出期限：10 月 29 日(金) 17 時
提 出 先：【E-mail】taikaikekka_yotei@yahoo.co.jp
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【資料 2】

第 54 回日体フェスティバル 2021 について
実行委員長

金澤 亮

副実行委員長 赤屋敷 明美
以下の通り、第 54 回日体フェスティバル 2021 を開催致します。日体フェスティバルは
社会貢献の意味を込めた大規模な大学行事として位置付けられておりますので、学友会団
体の皆様は積極的な参加や企画展開のご協力をお願い致します。
【テーマ】
「日体大からスポーツの魅力を発信し、日体大と来場者を
『結』び、関係性を築くきっかけとなる日体フェスティバルに
したい。新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人の物
理的な距離は取らなければならないが、心と心の結びつきは維
持したい。来場者と日体大関係者の心の距離を近くしたい」と
いう想いが込められています。

【開催日時】
令和 3 年 11 月 4 日(木)、5 日(金) 終日、準備日
11 月 6 日(土) 10 時～18 時
11 月 7 日(日) 10 時～16 時
【開催場所】
東京・世田谷キャンパス
【主な企画】
（下線のあるものは、学友会団体と深く関係し、ご協力いただくもの）
ミニ実演会／公開練習・公開試合・デモンストレーション／学生ステージ企画(THIS IS
ME、あつまれ！ムキムキの漢～マッスルしか勝たん～、集え！お笑いを愛する者たちよ
～今日も元気に腹☆筋☆抱☆壊～、歌王～日体一の歌うまは誰だ～、大学生の主張)／ス
ポーツ企画(日体で 1 位取るのヒヨってる人いる！？、全力で挑め！日体大生！！)／オ
リンピック・パラリンピック展示コーナー／日体大スポーツ展示／無料体力測定／縁日
など
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【資料 2】

➀ポイント付けについて
【当日参加団体】
企画名

内容
全力で挑め！日体大生！！ 参加

1

備考

ポイント

参加必須

1点

スポーツ参加企画
日体で 1 位取るのヒヨってる人いる！？ 参加

1点

集え！お笑いを愛する者たちよ

1点

～今日も元気に腹☆筋☆抱☆壊～ 出場

2

ステージ企画

あつまれ！ムキムキの漢

1 つ以上

～マッスルしか勝たん～ 出場

ご参加くださ

THIS IS ME 出場

い

1点
1点

歌王～日体一の歌うまは誰だ～ 出場

1点

大学生の主張 出場

1点

☆模擬店 企画案書提出済み団体

1点

3

模擬店

4

スポーツ関連企画

5

ミニ実演会

ミニ実演会 出演

1点

6

オープニング等

オープニング、エンディング等 出演

1点

公開練習、公開試合、

企画案書(第 2 回代表者会議にて連絡)
7

提出書類

1点

☆スポーツ体験教室 企画案書提出済み団体

感想用紙(第 5 回代表者会議にて連絡)

全団体必須
参加団体
必須

1点
1点

【当日欠席団体】
企画名

1

提出書類

内容

備考

点数

企画案書(第 2 回代表者会議にて連絡)

全団体必須

1点

欠席願い(第 3 回代表者会議にて連絡)

欠席団体のみ

3 点(1 点×3 日)

アンケート(第 5 回代表者会議にて連絡)

欠席団体必須

1点

※クラブ・サークル代表者会議を代表者会議と省略して記載しています。

【ポイント付け方法・注意事項】
・配当金ポイントは 2 ポイントを満点とし、上表の合計得点が次の通り換算される。
5 点以上：配当金 2 ポイント ／ 4～3 点：1 ポイント ／ 2 点以下：0 ポイント を付与。
・参加必須企画に欠席願いがなく参加していない、または必須資料を提出していない団体に
は 2 ポイントを与えない。
・当日の企画を欠席願いがなく欠席した場合には、ポイントを与えない。
・提出期限を過ぎた資料には、原則ポイントを与えない。
☆模擬店、スポーツ体験教室の参加を期限内に応募していた団体には 1 点を付与します。
※施設や人数の関係上、こちらから企画の開催や参加をお断りする場合がございます。その
場合は、参加したものとして点数を付与致します。
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【資料 2】

②学友会団体参加状況について

＜10 月 20 日(水)現在＞

【全力で挑め！日体大生！】
アーチェリー部、ウエイトリフティング部、カヌー部、硬式野球部、山岳部、新体操
部、スキー部、体操部、体操競技部、卓球部、ダンス部、テニス部、トライアスロン
部、軟式野球部、ボクシング部、ホッケー部、ライフセービング部、陸上競技部、レ
スリング部、応援団部、アルティメット・チーム、インラインホッケークラブ、キャ
ンプインストラクターアカデミー、弓道部、スカッシュ同好会、セパタクロー部、ダ
ブルダッチサークル、トレーナー研究会、フィンスイミングクラブ、アクアスポーツ
研究会、救急医療サークル、スポーツクライミング部、ソングリーディングクラブ、
伝統芸能・和太鼓同好会、バーベルクラブ
【公開練習・公開試合・デモンストレーション】
合気道部、ウエイトリフティング部、空手道部、近代五種競技部、新体操部、ソフト
ボール部男子、ダンス部、バスケットボール部男子、バスケットボール部女子、フェ
ンシング部、ホッケー部、ボクシング部、ライフセービング部、ラクロス部男子、ラ
クロス部女子、チアリーダー部、アルティメット・チーム男子、アルティメット・チ
ーム女子、弓道部
【ミニ実演会】
＜11 月 6 日(土)に参加可能団体＞
合気道部、新体操部、体操部、ダンス部、トランポリン競技部、応援団部、チアリー
ダー部、ブラスバンド部、セパタクロー部、ダブルダッチサークル、救急医療サーク
ル、ソングリーディングクラブ、伝統芸能・和太鼓同好会、深沢寮
＜他日に参加予定だった団体＞
エアロビック同好会
【オープニング等・その他】
オープニング(11 月 6 日)：応援団部、チアリーダー部、ブラスバンド部
エンディング(11 月 7 日)：ダブルダッチサークル
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【資料 2】

【模擬店(訂正版)】
※今年度は中止です。以下の団体には学友会配当金ポイントを付与致します。
参加予定だった団体：アーチェリー部、カヌー部、山岳部、自転車競技部、スキー部、
ソフトテニス部、テニス部、軟式野球部女子、バドミントン部、キャンプインストラ
クターアカデミー、救急医療サークル、スポーツマネジメントサークル、セパタクロ
ー部、ダブルダッチサークル、トレーナー研究会、アクアスポーツ研究会、基礎スキ
ー研究会、混合バレーボール同好会、社会体育研究会、スカッシュ同好会、スポーツ
クライミング部、ソングリーディングクラブ
➂今後の情報発信について
▼下記媒体にて、随時情報を更新致します。定期的にご確認をお願い致します。
公式 Twitter：@nittai_festival
公式 Instagram：nittai_festival_2021
公式 Facebook：第 54 回日体フェスティバル 2021
公式ホームページ：https://yassty0802.wixsite.com/nittaifes2021
④日体フェスティバル期間中の施設について
日体フェスティバル期間は【別紙資料①】の通り施設を使用致します。また、日体フェ
スティバル以外の理由で施設使用申請書を提出していただいている団体は以下の通りと
なります。両キャンパス、資料に記載のない施設及び時間は、使用が禁止となっておりま
す。厳守するよう、お願い致します。
尚、日体フェスティバル期間中のトレーニングセンターの利用は通常通り可能です。ご
来場の方々には、トレーニングセンター外からの見学を可能とする予定です。ご承知の上
ご利用ください。
日体フェスティバル期間 施設使用申請提出済み団体【横浜・健志台キャンパス】
※10月20日(水)時点
施設名
団体名・企画内容
備考
アーチェリー場 アーチェリー部
11月4,5,6,7日 9:00～16:00
アメリカンフットボール部 11月4,5,6日 13:00～15:00
ラグビー場 ラグビー部男子
11月4,5日 10:00～12:00、16:00～18:00 6日 10:00～12:00 7日 10:00～17:00
ラグビー部女子
11月5日 9:00～11:00、15:00～17:00 6日 9:00～10:00
サッカー部男子
11月4,5,6,7 終日
サッカー場
サッカー部女子
11月4,5,6,7 終日
体操競技場 体操競技部
11月4,5,6,7日 8:00～21:00
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